
２月 24 日に始まったロシアによるウクライナ軍事侵攻を、私たちは決して許さない。
強く抗議するとともに一日も早い停戦を願います。長引くコロナ禍に加え、この軍事侵攻
により拍車がかかる物価・資源・エネルギー価格の急騰で、多くの働く仲間とその家族の
雇用・生活が大きな影響を受け、社会的に弱い立場にある人々がより深刻な状況に置かれ
ています。このような中、私たちは本日、すべての働く仲間の雇用と生活をまもり、労働
組合の役割を最大限発揮していく決意を確認し合いました。

わが国に山積している、人口減少・超少子高齢化社会の到来、貧困と格差の拡大、脆弱
な社会的セーフティネットなど、社会経済の持続可能性にかかわる課題が顕在化していま
す。いまこそ、連合ビジョン「働くことを軸とする安心社会－まもる・つなぐ・創り出す
－」を基に、コロナ禍も踏まえた新たな運動スタイルを確立し、これまで労働組合・連合
運動が接点を持ち得なかった人々との関係づくりを強化するなど、私たちが率先し、運動
の変革に果敢に挑戦しなければなりません。
第２６回参議院選挙では与党が過半数を大きく上回る厳しい結果となりました。労働者

や生活者優先の政治への転換には、私たちと同じ「働く者・生活者」の立場に立った政治
勢力の拡大が不可欠との連合の政治方針を基軸に、11 月 20 日に施行される鳥取市議会議

「子ども食堂」などを支援する

“ フード・ドライブ ”へ

21 点の食品をご提供いただきました

員選挙をはじめ、2023年４月の統一地方選挙、各種選挙において
連合鳥取推薦候補全員の当選をめざし、構成組織一丸となった総がかりでの取り組みが重要
です。

連合鳥取は丁寧な合意形成のもと、構成組織、地域協議会と一体となって、すべての働く
仲間をまもり・つなぐための集団的労使関係の追求、組織拡大・強化、総合労働条件改善、
労働・生活の質の向上をめざした政策実現、地域に根差した顔の見える活動、平和と人権が
尊重されジェンダー平等と多様性に満ちた安心社会の構築、ボランティアをはじめとした社
会貢献活動、人材育成と労働教育を軸とした運動を前進させることをここに宣言します。

安心社会へ 新たなチャレンジ

～すべての働く仲間とともに「必ずそばにいる存在」へ～

2022 年１１月８日 連合鳥取第 30回定期大会

■提案 山名佐智子 女性委員会副委員長／ＵＡゼンセン■

※検温、手指の消毒、使用マイクの消毒と

参加者の座席把握等実施。

退任役員のみなさん
前執行委員

矢田 仁志 さん
（私鉄総連）

安養寺 芳美 さん
（女性代表／ＪＲ連合）

■第４号議案／役員選挙（補充）■

■第３号議案／第 20 回統一地方選挙への対応について■

第３号議案で承認された７人に対して「推薦セレモニー」を
実施し、田中　穂会長から推薦決定書を授与し、一人ひとり決意
表明しました。

【左から】尾崎 薫 さん 興治 英夫 さん 伊藤 保 さん
田中 穂 会長 浜田 妙子 さん 坂野 経三郎 さん
西村 弥子 さん 村上 泰二朗 さん

進行役の

河村副事務局長

田中会長から一人ひとりに

推薦決定書を授与

【左から】
山崎 睦 役員推薦委員長
金田 慎一 選挙管理委員長

新任役員のみなさん

【写真上段左から】
森 由香里 副会長（男女平等推進特別枠：フード連合）
細砂 直 副会長（日教組）

【写真下段左から】
米花 大地 執行委員（私鉄総連）
鈴木 和夫 執行委員（フード連合）
木下 香子 執行委員（女性代表：ＪＲ連合）

■感染症拡大防止対策■

■挙手で承認する代議員■

会場ロビーにて、

各団体の活動を

紹介するパネルと

車いすの展示を

実施。

【左から】 鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会実行委員会
全日本 Challenged アクアスロン皆生大会実行委員会

「連合 愛のカンパ」地域助成団体紹介

フードドライブ大 会 宣 言
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来賓のみなさま

■ ■ごあいさついただいた来賓のみなさま

【写真左から】 鳥取県 亀井 一賀 副知事
鳥取県労働局 山本 浩司 局長
連合本部 石上 千博 副事務局長

■ ■多くの祝電・メッセージもいただきました
・湯原俊二衆議院議員 ・推薦議員各位 ・県議会議長
・市長各位 ・福祉＆事業団体代表者各位
・連合中国ブロック連合会各位 ・鳥取退職者連合会長 etc.

連合鳥取ユニオニオン

■議長団■
■開会あいさつ■

北畑 仁史 副会長

■活動・会計報告、会計監査報告■

【左から】河村 正之 副事務局長
江口 真也 事務局長

【写真右】
木村 学

会計監査

連合鳥取ホームページ

※出席状況 代議員／ 定数 128 人中 出席 99 人
〈うち女性 26 人・女性参画率 26.3％〉

特別代議員／出席４人〈うち女性１人〉 傍聴／１人
執行部／ 定数 38 人中 出席 25 人

田中　穂会長の音頭で

団結がんばろう！

連合鳥取は 11 月 8 日(火)、ハワイアロハホール・大ホールにおいて「第 30 回定期大会」
を開催し、2022 年度の活動の総括を行うとともに、2022 年度運動方針を補強した 2023 年度
運動方針と予算が承認されました。
また、来春の第 20 回統一地方選挙・鳥取県議会議員選挙（ 3月31日告示・ 4月 9日投開票）

に７人の予定候補者の推薦を決定し、全員の当選をめざして構成組織一丸となり総がかりで取

また、副会長（定数 4 人）のうち、
空席となっていた 2 人について、森
由香里さん（男女平等推進特別枠：
フード連合）、細砂 直さん（日教組）
が選任され承認されました。
昨年に引き続き、新型コロナウイル

ス感染予防対策を徹底して短時間開
催としました。

■主催者あいさつ■

田中 穂 会長

【左より】
藤木 真由 代議員（情報労連）
細田 雅志 代議員（紙パ連合）

【左から】
石原 圭一 資格審査委員長
谷本 寛 大会運営委員長

■各種委員長の報告■
■新規加盟組合あいさつ■ ■「連合 愛のカンパ」地域助成団体あいさつ■

運輸労連
ＮＸ境港物流労働組合

吉岡 誠 執行委員長
【左から】鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン

大会スローガン 安心社会へ 新たなチャレンジ ～すべての働く仲間とともに「必ずそばにいる存在」へ～

大会・議案討議の様子

全日本Challengedアクアスロン皆生大会
実行委員会委員長 福永 幸男 さん他

大会実行委員会事務局 横野 直史 さん

り組むことを確認しました。

新現･期数
党籍･推薦依頼元等

いとう たもつ 現６期

伊藤  保 立憲民主党公認・自治労鳥取県本部

はまだ たえこ 現５期

浜田 妙子 立憲民主党公認

おきはる ひでお 現５期

興治 英夫 立憲民主党公認

さかの けいさぶろう 現３期

坂野 経三郎 立憲民主党公認

おざき かおる 現３期

尾崎  薫 立憲民主党公認

にしむら みつこ 現１期

西村 弥子 立憲民主党公認

むらかみ たいじろう 新人

村上 泰二朗 立憲民主党公認

予定候補者名

米子市

西伯郡

倉吉市

鳥取市

鳥取市

選挙区

東伯郡

米子市


